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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期 

会計期間 

自 平成13年
  10月１日
至 平成14年
  ３月31日

自 平成14年
  10月１日
至 平成15年
  ３月31日

自 平成15年
  10月１日
至 平成16年
  ３月31日

自 平成13年 
  10月１日 
至 平成14年 
  ９月30日 

自 平成14年
  10月１日
至 平成15年
  ９月30日

売上高 (千円) 8,546,222 8,924,133 8,819,485 16,747,167 17,242,284

経常利益 (千円) 528,085 559,853 427,273 878,420 984,159

中間(当期)純利益 (千円) 270,735 297,808 224,523 427,515 496,917

持分法を適用した場合 
の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 814,340 814,340 814,340 814,340 814,340

発行済株式総数 (株) 5,098,096 5,098,096 5,098,096 5,098,096 5,098,096

純資産額 (千円) 7,420,615 7,762,168 8,112,561 7,583,501 7,971,925

総資産額 (千円) 12,294,219 12,499,054 12,619,652 10,354,440 10,361,002

１株当たり純資産額 (円) 1,456.16 1,523.96 1,593.44 1,488.29 1,559.99

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 53.12 58.46 44.10 83.89 92.17

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 14.00 14.00

自己資本比率 (％) 60.4 62.1 64.3 73.2 76.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △1,806,498 △1,864,791 △2,409,210 866,702 447,225

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △10,539 △13,769 △31,931 △65,458 △54,012

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 1,827,763 2,077,013 2,377,481 △522,736 △523,692

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 407,650 873,884 481,291 675,432 544,952

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
224
(181)

217
(185)

205
(  229)

219 
(179) 

214
(188)

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
については記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
３ 持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる関連会社がないため記載しておりません。 
４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 
５ 第49期中間会計期間及び第49期から自己株式を資本に対する控除項目としており、また、１株当たりの

各数値(配当額は除く。)の計算については発行済株式数から自己株式数を控除して算出しております。 
６ 第50期中間会計期間及び第50期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準第２号）及び１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 
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２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

なお、当社は子会社及び関連会社を一切有しておりません。 

 

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成16年３月31日現在 

従業員数(名) 205(229)

(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の( )書は外書で、臨時従業員(パートタイマー及び嘱託)の当中間会計期間における平均雇

用人員であります。 

 

(2) 労働組合の状況 

当社は労使協調を旨とし、労働組合は結成されておらず、特記すべき事項はありません。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当上半期におけるわが国の経済は、民間設備投資や輸出の穏やかな増加やコスト削減などの合理

化による企業収益の好転など一部に明るい兆しが見受けられたものの、所得・雇用情勢の改善には

至らず、個人消費も引き続き弱含みに推移するなど、依然として大変厳しい状況が続きました。 

当業界におきましても、消費者マインドの冷え込みにより、ますます競争が激化し、店頭での販

売価格の低下という厳しい状況でありました。 

原料海苔につきましては、全国的に11月から12月にかけての秋芽生産が思わしくなく、かつ雨量

不足などにより生産の終了期が予想以上に早くなり、平成15年度の海苔生産量は前年比88％と減産

になりました。そのため原料海苔単価は前年比111％に上昇し、加工海苔業界にとっては原料高販売

安という環境に直面いたしました。 

このような状況のもと、当社では利益重視の方針を維持しつつ、新製品の開発、経費の更なる削

減に注力し、新販路の開拓も含め積極的な売上増強策を展開してまいりました。 

新製品の開発につきましては、前期に発売しました当社のメインふりかけである｢緑黄野菜ふりか

け｣の姉妹品である「赤い野菜ふりかけ」及び｢緑黄野菜 混ぜご飯の素｣「小魚 混ぜご飯の素」が売

上増加に寄与いたしました。本年２月より発売しました｢浅漬茶漬 なす｣「浅漬茶漬 きゅうりと白

菜」及び「マヨネーズふりかけ のりたまご」は発売当初よりご好評をいただいております。 

経費につきましては、ローコストオペレーションを推し進めるため、生産コストの低減、物流費

等の削減をはかる一方、売上増加に伴う販売促進費の増加についても、効率的な使用により全社的

な経営合理化に努力してまいりました。 

その結果、当中間期の売上高は8,819百万円（前年同期比1.2％減）、経常利益は427百万円(前年

同期比23.7％減)、中間純利益は224百万円（前年同期比24.6％減）と減収減益になりました。 

以下、品目別売上高の状況は次のとおりであります。 

家庭用海苔につきましては、販売競争が一層激化する中、販売促進活動に注力すると同時に、採

算重視の観点から販売施策の効率化を推し進めた結果、売上高は3,304百万円（前年同期比3.8％

減）となり、進物品は、2,167百万円（前年同期比8.1％減）となりました。ふりかけ等につきまし

ては、新商品とともに当社のロングセラー商品である「緑黄野菜ふりかけ」「お茶漬亭」が好調に

推移し、1,450百万円（前年同期比11.8％増）と大きく増加いたしました。業務用海苔につきまして

は、コンビニエンスストア市場の中で、おにぎり、お弁当類が好調を維持していることと、新規取

引先も着実に増えており、1,868百万円（前年同期比4.2％増）と引き続きの増加となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により2,409百万円減少し、投資活動

により31百万円減少し、財務活動により2,377百万円増加したことにより、前事業年度末と比べて63

百万円減少し、481百万円（前年同期比55.1％）となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が大幅に増加したことなどにより、△2,409百

万円と前中間会計期間と比べて支出が544百万円増加いたしました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が増加したことによ

り、△31百万円と前中間会計期間と比べて支出が18百万円増加いたしました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額が前中間会計期間に比べ増加したこ

とにより、2,377百万円と前中間会計期間と比べて300百万円増加いたしました。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

区分 生産高(千円) 前年同期比(％) 

家庭用海苔 1,837,508 97.7 

進物品 988,061 101.1 

ふりかけ等 854,985 112.1 

業務用海苔 1,504,016 107.0 

その他 19,562 64.4 

合計 5,204,134 102.9 

(注) 上記金額は、製造原価によっております。また、上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当社は見込生産方式をとっておりますので、該当する事項はありません。 

 

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 

区分 販売高(千円) 前年同期比(％) 

家庭用海苔 3,304,777 96.2 

進物品 2,167,191 91.9 

ふりかけ等 1,450,956 111.8 

業務用海苔 1,868,453 104.2 

その他 28,106 68.3 

合計 8,819,485 98.8 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

三菱商事㈱ 1,676,695 18.8 2,526,363 28.6

伊藤忠商事㈱ 1,429,171 16.0 1,870,934 21.2
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３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。 

 

４ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はありません。 

 

５ 【研究開発活動】 

当社は、「消費者的視点に立った製品づくり」という企業理念のもとに、「消費者の健康を考えた

製品」の開発を基本方針として、研究開発及び品質管理等の分野において積極的に取り組んでおりま

す。 

(1) 研究分野 

当社では、のり・ふりかけ・お茶漬海苔という乾燥食品を基幹に商品展開を行っておりますが、

前期からの継続テーマである「レトルト技術及び高温充填技術を利用した商品開発」を掲げ、各種

市場の調査を重ねてまいりました。長期的な課題として、介護食品市場・健康食品市場への参入の

可能性を探っております。 

介護食品市場は、各種栄養強化食、摂食機能補助食等、様々な方面から検討が行われております。

そこで当社でも、摂食機能補助食の分野に注力し研究を重ねております。 

また、当上半期における新商品開発として、ふりかけ分野では、本年２月に「マヨネーズふりか

け のりたまご」を、お茶漬海苔分野では、本年２月に浅漬を素材とした「浅漬茶漬 なす」「浅

漬茶漬 きゅうりと白菜」の２品を新たに開発いたしました。 

(2) 品質管理分野 

福岡工場において、ふりかけに使用する原料の安全性を更に高める為、Ｘ線異物検査装置を導入

いたしました。 

福岡工場と広川工場の２工場について、国際品質管理規格「ＩＳＯ９００１ 2000年版」を取得

し、第一回監査を終了しました。品質管理体制を更に強固にすべく、管理規格にしたがって運用し

ております。 

 

なお、当中間会計期間に支出いたしました研究開発費は、23百万円であります。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

特記すべき事項はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 11,561,360

計 11,561,360

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成16年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成16年６月21日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 5,098,096 5,098,096 日本証券業協会 ― 

計 5,098,096 5,098,096 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成16年３月31日 ― 5,098,096 ― 814,340 ― 1,043,871
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(4) 【大株主の状況】 

平成16年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

楠 瀬 好 房 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町31―21 868 17.04

大森屋共栄持株会 大阪市福島区野田４―３―34 414 8.13

稲 野 幸 治 兵庫県西宮市城山４―12 394 7.74

稲 野 龍 平 兵庫県西宮市剣谷町８―24 381 7.49

株式会社ＵＦＪ銀行 名古屋市中区錦３―21―24 140 2.75

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１―13―２ 140 2.75

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社 

東京都港区浜松町２－11－３ 130 2.55

大森屋社員持株会 大阪市福島区野田４―３―34 128 2.51

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１―１―２ 107 2.10

稲 野 達 郎 東京都練馬区貫井３－29－４ 89 1.76

計 ― 2,794 54.81

(注) １ 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。 

  日本マスタートラスト信託銀行株式会社  130千株 

２ 大森屋共栄持株会は、当社と継続的取引関係のある業者で組織されております。 

 

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成16年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普
 
通株式 6,000

― 
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 5,040,000 5,040 同上 

単元未満株式 普通株式 52,096
 

― 同上 

発行済株式総数 5,098,096 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,040 ― 

(注) 上記「単元未満株式数」の中には、当社所有の自己株式864株が含まれております。 
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② 【自己株式等】 

平成16年３月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社 大森屋 

大阪市福島区野田 
４丁目３番34号 

6,000 ― 6,000 0.12

計 ― 6,000 ― 6,000 0.12

 
 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 

月別 
平成15年 
10月 

11月 12月 
平成16年 
１月 

２月 ３月 

最高(円) 895 865 865 920 910 990

最低(円) 850 800 800 850 875 909

(注) 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、第50期中間会計期間(平成14年10月１日から平成15年３月31日まで)は、改正前の中間財務諸

表等規則に基づき、第51期中間会計期間(平成15年10月１日から平成16年３月31日まで)は、改正後の

中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第50期中間会計期間(平成14年10月１日から平成

15年３月31日まで)及び第51期中間会計期間(平成15年10月１日から平成16年３月31日まで)の中間財務

諸表について、監査法人東明会計社により中間監査を受けております。 

 

３ 中間連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため、中間連結財務諸表は作成しておりません。 
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【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成15年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成16年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,098,884 706,291  769,952

２ 受取手形   39,533 30,117  64,561

３ 売掛金   2,285,288 2,255,114  2,549,401

４ たな卸資産   6,060,954 6,597,282  4,031,117

５ その他   161,856 193,484  96,166

貸倒引当金   △2,141 △460  △2,306

流動資産合計   9,644,376 77.2 9,781,829 77.5  7,508,892 72.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※１
 ２

  

(1) 建物   698,975 654,743  677,462

(2) 土地   1,410,886 1,410,886  1,410,886

(3) その他   275,061 263,342  276,528

有形固定資産合計   2,384,922 19.1 2,328,973 18.5  2,364,877 22.8

２ 無形固定資産   15,883 0.1 19,310 0.1  19,567 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   202,132 260,543  231,080

(2) 会員権   71,200 68,300  68,300

(3) その他   204,194 200,986  208,578

貸倒引当金   △23,654 △40,291  △40,294

投資その他の 

資産合計 
  453,871 3.6 489,538 3.9  467,664 4.5

固定資産合計   2,854,677 22.8 2,837,822 22.5  2,852,109 27.5

資産合計   12,499,054 100.0 12,619,652 100.0  10,361,002 100.0
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前中間会計期間末 

(平成15年３月31日) 

当中間会計期間末 

(平成16年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成15年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形   237,457 249,230  234,274

２ 買掛金   517,527 495,805  600,090

３ 短期借入金 ※２  2,600,000 2,450,000  ―

４ 未払金   664,139 682,387  802,358

５ 未払法人税等   247,000 186,000  247,000

６ 賞与引当金   95,246 94,801  104,839

７ その他   71,244 69,321  110,527

流動負債合計   4,432,615 35.5 4,227,546 33.5  2,099,089 20.3

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金   299,799 276,198  285,822

２ その他   4,470 3,345  4,165

固定負債合計   304,269 2.4 279,543 2.2  289,987 2.8

負債合計   4,736,885 37.9 4,507,090 35.7  2,389,076 23.1

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   814,340 6.5 814,340 6.5  814,340 7.8

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  1,043,871 1,043,871 1,043,871 

資本剰余金合計   1,043,871 8.4 1,043,871 8.3  1,043,871 10.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  93,500 93,500 93,500 

２ 任意積立金  5,457,222 5,856,494 5,457,222 

３ 中間(当期) 
  未処分利益 

 339,236 264,850 538,346 

利益剰余金合計   5,889,959 47.1 6,214,844 49.2  6,089,068 58.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  17,663 0.1 45,098 0.3  29,017 0.3

Ⅴ 自己株式   △3,666 △0.0 △5,594 △0.0  △4,372 △0.0

資本合計   7,762,168 62.1 8,112,561 64.3  7,971,925 76.9

負債・資本合計   12,499,054 100.0 12,619,652 100.0  10,361,002 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   8,924,133 100.0 8,819,485 100.0  17,242,284 100.0

Ⅱ 売上原価   5,332,587 59.8 5,335,343 60.5  10,339,539 60.0

売上総利益   3,591,545 40.2 3,484,142 39.5  6,902,744 40.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   3,028,813 33.9 3,054,900 34.6  5,914,195 34.3

営業利益   562,732 6.3 429,241 4.9  988,549 5.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,856 0.1 3,770 0.1  7,902 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２  6,734 0.1 5,738 0.1  12,292 0.1

経常利益   559,853 6.3 427,273 4.9  984,159 5.7

Ⅵ 特別利益   3,737 0.0 1,849 0.0  3,471 0.0

Ⅶ 特別損失   14,009 0.2 18,414 0.2  27,028 0.1

税引前中間(当期) 
純利益 

  549,582 6.1 410,708 4.7  960,602 5.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 244,903 184,626 472,673 

法人税等調整額  6,870 251,774 2.8 1,558 186,185 2.1 △8,989 463,684 2.7

中間(当期)純利益   297,808 3.3 224,523 2.6  496,917 2.9

前期繰越利益   41,428 40,327  41,428

中間(当期)未処分 
利益 

  339,236 264,850  538,346

    

 

― 14 ― 



ファイル名:080_0096600501606 更新日時:5/20/2004 8:22 PM 印刷日時:04/10/29 11:52 

③ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日
至 平成15年３月31日)

当中間会計期間 

(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成14年10月１日
至 平成15年９月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 税引前中間(当期)純利益  549,582 410,708 960,602

２ 減価償却費  68,531 60,361 141,065

３ 有形固定資産売却益  ― ― △189

４ 有形固定資産除却損  ― 802 1,028

５ 投資有価証券評価損  7,259 ― ―

６ ゴルフ会員権評価損  ― ― 3,000

７ 貸倒引当金の増減額  △25,287 △1,849 14,317

８ 賞与引当金の増減額  △12,550 △10,037 △2,957

９ 退職給付引当金の増減額  9,627 △9,623 △4,350

10 受取利息及び受取配当金  △1,503 △1,663 △3,496

11 支払利息  4,843 3,785 11,079

12 役員賞与の支払額  △28,800 △27,450 △28,800

13 売上債権の増減額  215,318 328,731 △74,113

14 たな卸資産の増減額  △2,174,472 △2,566,165 △144,635

15 仕入債務の増減額  △49,114 △100,845 36,184

16 その他の資産・ 
  負債の増減額 

 △69,322 △246,738 128,832

小計  △1,505,888 △2,159,984 1,037,567

17 利息及び配当金の受取額  1,532 1,677 3,512

18 利息の支払額  △5,522 △4,457 △10,866

19 預り保証金の受取額  300 150 500

20 預り保証金の返戻額  △310 △970 △815

21 法人税等の支払額  △354,903 △245,626 △582,673

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,864,791 △2,409,210 447,225
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前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日
至 平成15年３月31日)

当中間会計期間 

(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成14年10月１日
至 平成15年９月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 有形固定資産の 
  取得による支出 

 △9,626 △27,506 △43,319

２ 有形固定資産の 
  売却による収入 

 ― ― 700

３ 無形固定資産の 
  取得による支出 

 ― △522 △4,240

４ 投資有価証券の 
  取得による支出 

 △2,559 △2,660 △5,326

５ その他の投資等による収入  ― ― 91

６ その他の投資等の 
  取得による支出 

 △304 △977 △1,863

７ 貸付による支出  △2,200 △1,550 △2,200

８ 貸付金の回収による収入  920 1,285 2,145

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △13,769 △31,931 △54,012

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

１ 短期借入れによる収入  2,600,000 2,450,000 2,600,000

２ 短期借入金の 
  返済による支出 

 △450,000 ― △3,050,000

３ 自己株式の取得による支出  △1,650 △1,221 △2,356

４ 配当金の支払額  △71,336 △71,296 △71,336

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,077,013 2,377,481 △523,692

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  198,452 △63,660 △130,479

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 675,432 544,952 675,432

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高 

 873,884 481,291 544,952
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間期末決算日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定) 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算期末日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は、全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定) 

    時価のないもの 

総平均法による原価法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) たな卸資産 

  製品・原材料・仕掛品 

   総平均法による原価法 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法 

(2) たな卸資産 

  製品・原材料・仕掛品 

同左 

  貯蔵品 

同左 

(2) たな卸資産 

  製品・原材料・仕掛品 

同左 

  貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってお

ります。 

  ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額法

によっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、耐用年数について

は、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

  ただし、ソフトウエア(自社

利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づ

く定額法によっております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  均等償却 

  なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に

備えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、中間会計期間末における退

職給付債務(中間期末自己都合

要支給額に比較指数を乗じた金

額)及び年金資産に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務(期末自己都合要支給額に比

較指数を乗じた金額)及び年金

資産に基づき、当期末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

４ 外貨建ての資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６ 中間キャッシュ・フロー

計算書(キャッシュ・フ

ロー計算書)における資

金の範囲 

 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金からなっております。

同左  キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能

な預金からなっております。 

７ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成の基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理について 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

消費税等の会計処理について 

同左 
(1) 消費税等の会計処理について

同左 

   (2) 自己株式及び法定準備金取

崩等に関する会計基準 

  当期から「企業会計基準第

１号 自己株式及び法定準備

金の取崩等に関する会計基

準」(平成14年２月21日 企業

会計基準委員会)を適用してお

ります。 

  この変更による損益に与え

る影響はありません。 

  なお、財務諸表等規則の改

正により当期における貸借対

照表の資本の部については、

改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 
   (3) １株当たり当期純利益に関

する会計基準等 

  当期から「１株当たり当期

純利益に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 平成14年

９月25日 企業会計基準第２

号)及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 平

成14年９月25日 企業会計基

準適用指針第４号)を適用して

おります。 

  なお、同会計基準及び適用

指針の適用に伴う影響につい

ては、(１株当たり情報)注記

事項に記載のとおりでありま

す。 

 

追加情報 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

自己株式及び法定準備金 

取崩等会計 

 当中間会計期間から「企業会計

基準第１号 自己株式及び法定準

備金の取崩等に関する会計基準」

（平成14年２月21日 企業会計基

準委員会）を適用しております。

 この変更により、損益に与える

影響はありません。 

――― ――― 

中間貸借対照表  中間財務諸表等規則の改正によ

り当中間会計期間から「資本準備

金」は「資本剰余金」の内訳と、

「利益準備金」「任意積立金」

「中間未処分利益」は「利益剰余

金」の内訳として表示しておりま

す。 

――― ――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 

(平成15年３月31日) 
当中間会計期間末 

(平成16年３月31日) 
前事業年度末 

(平成15年９月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 

2,198,366千円 2,308,255千円 2,257,513千円

※２ 担保資産 イ 担保差入資産 

建物 202,093千円

土地 147,559千円

計 349,653千円

ロ 債務の内容 

短期借入金 521,000千円
 

イ 担保差入資産 

建物 190,928千円

土地 147,559千円

計 338,488千円

ロ 債務の内容 

短期借入金 521,000千円
 

――― 

 ３ 消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

同左 ――― 

 

(中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

※１ 営業外収益の主要項目 受取利息 45千円

受取配当金 1,457千円
 

受取利息 39千円

受取配当金 1,623千円
 

受取利息 85千円

受取配当金 3,410千円
 

※２ 営業外費用の主要項目 支払利息 4,843千円
 

支払利息 3,785千円
 

支払利息 11,079千円
 

 ３ 減価償却実施額 有形固定資産 66,778千円

無形固定資産 429千円
 

有形固定資産 58,517千円

無形固定資産 779千円
 

有形固定資産 137,595千円

無形固定資産 985千円
 

 

(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,098,884千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△225,000千円

現金及び 
現金同等物 

873,884千円

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に記載されている

科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 706,291千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△225,000千円

現金及び 
現金同等物 

481,291千円

 

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に記載されている科目の金

額との関係 

現金及び預金勘定 769,952千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△225,000千円

現金及び 
現金同等物 

544,952千円
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(リース取引関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間会計期間末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間会計
期間末
残高
相当額
(千円)

機械装置 69,660 18,947 50,712

 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間会計期間末残高相当額 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間会計
期間末
残高
相当額
(千円)

機械装置 66,000 20,730 45,269

 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械装置 66,000 18,192 47,807

 

    

 ２ 未経過リース料中間会計期間

末残高相当額 

１年以内 4,728千円

１年超 49,531千円

計 54,259千円
 

２ 未経過リース料中間会計期間

末残高相当額 

１年以内 4,553千円

１年超 44,978千円

計 49,531千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 4,444千円

１年超 47,282千円

計 51,726千円
 

    

 ３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,819千円

減価償却費 
相当額 

2,904千円

支払利息 
相当額 

1,342千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 3,425千円

減価償却費 
相当額 

2,538千円

支払利息 
相当額 

1,229千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 7,638千円

減価償却費 
相当額 

5,808千円

支払利息 
相当額 

2,628千円

 
    

 ４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

    

 ５ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間末 

有価証券 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
前中間会計期間末 
(平成15年３月31日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

１ 株式 163,312 192,752 29,439

２ 債券 ― ― ―

３ その他 ― ― ―

計 163,312 192,752 29,439

（注）上記の取得原価は減損処理を行った後の金額であります。なお、当中間会計期間において7,259千円の減損

処理を行っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

前中間会計期間末 
(平成15年３月31日) 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 9,380

 

当中間会計期間末 

有価証券 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
当中間会計期間末 
(平成16年３月31日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

中間貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

１ 株式 175,999 251,163 75,164

２ 債券 ― ― ―

３ その他 ― ― ―

計 175,999 251,163 75,164
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２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

当中間会計期間末 
(平成16年３月31日) 

区分 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 9,380

 

前事業年度末 

有価証券 

１ 時価のある有価証券 

 

区分 
前事業年度末 

(平成15年９月30日) 

その他有価証券 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

１ 株式 173,338 221,700 48,361

２ 債券 ― ― ―

３ その他 ― ― ―

計 173,338 221,700 48,361

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

前事業年度末 
(平成15年９月30日) 

区分 
貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 9,380

 

(デリバティブ取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

 当社は、デリバティブ取引を全く

利用しておりませんので該当事項は

ありません。 

同左 同左 
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(持分法損益等) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

対象となる関連会社がないため、該

当事項はありません。 
同左 同左 

 

(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日) 

１ １株当たり 
  純資産額 

1,523円96銭

 

１ １株当たり 
  純資産額 

1,593円44銭

 

１ １株当たり 
  純資産額 

1,559円99銭

 
２ １株当たり 
  中間純利益 

58円46銭

 

２ １株当たり 
  中間純利益 

44円10銭

 

２ １株当たり 
  当期純利益 

92円17銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

(追加情報) 

 当中間会計期間から「１株当たり

当期純利益に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成14年９月25

日 企業会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成14年９月25日 企業会計基

準適用指針第４号）を適用しており

ます。 

 なお、この基準の適用による影響

はありません。 

――― (追加情報) 

 当期から「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成14年９月25日 企業会

計基準第２号)及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成14

年９月25日 企業会計基準適用指針

第４号)を適用しております。 

 なお、従来と同様の方法により算

出した場合の１株当たり純資産額は

1,565円38銭、１株当たり当期純利

益は97円56銭となります。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

項目  
前中間会計期間 

(自 平成14年10月１日
至 平成15年３月31日)

当中間会計期間 
(自 平成15年10月１日
至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成14年10月１日
至 平成15年９月30日)

中間（当期）純利益 （千円） 297,808 224,523 496,917

普通株主に帰属しな 
い金額 

（千円） ― ― 27,450

普通株式に係る中間 
(当期)純利益 

(千円) 297,808 224,523 469,467

普通株式の期中平均 
株式数 

（株） 5,094,099 5,091,565 5,093,499

 
 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 

 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第50期) 

自 平成14年10月１日
至 平成15年９月30日

 
平成15年12月22日 
近畿財務局長に提出。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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中 間 監 査 報 告 書 
 

 

平成15年６月16日 

株式会社 大 森 屋 

代表取締役社長 稲 野 幸 治 殿 

監査法人 東明会計社 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  松  井     章  ㊞ 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  西  川  寿  雄  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社大森屋の平成14年10月１日から平成15年９月30日までの第50期事業年度の中間会計期

間(平成14年10月１日から平成15年３月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中

間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中

間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当

と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用

されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」(昭和52年大蔵省令第38号)の定めるところに準拠しているものと認められた。 

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が株式会社大森屋の平成15年３月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間会計期間(平成14年10月１日から平成15年３月31日まで)の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成16年６月  日 

株式会社 大 森 屋 

取締役会 御中 

監査法人 東明会計社 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  松  井     章  ㊞ 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  西  川  寿  雄  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社大森屋の平成15年10月１日から平成16年９月30日までの第51期事業年度の中間会計期

間(平成15年10月１日から平成16年３月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析

的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続きを適用して行われている。当監査法人

は、中間監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、株式会社大森屋の平成16年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間（平成15年10月１日から平成16年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管しております。 
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